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第１章 計画の基本的事項                          

 

（１）計画策定の趣旨 

本県では，県民一人ひとりが全身の健康を保ち，健やかで生き生きとした生活

を送るためには，生涯を通じた歯と口腔の健康づくりが重要であることから，平

成 23（2011）年 3 月に「広島県歯と口腔の健康づくり推進条例」（以下「条例」

という。）を施行するとともに，条例第 11 条の規定に基づき，平成 25（2013）年

3 月に「広島県歯と口腔の健康づくり推進計画」（以下「第１次計画」という。）

を策定しました。 

   第１次計画では，「広島に生まれ，育ち，住み，働いて，高齢になっても，す

べての県民が，生涯を通じて自分の歯を保ち，食事や会話を楽しみ，健康で生き

生きと暮らせる社会の実現（8020 の実現）」を目指す姿とし，「う蝕予防対策の充

実」，「歯周疾患予防対策の重視」，「障害者・要介護者への取組の充実」を柱とし

て，市町や関係機関等と連携しながら，様々な施策に取り組んできました。 

   乳幼児期や学齢期のう蝕率の減少，セルフケア・プロフェッショナルケア実行

の普及，訪問診療が可能な歯科医療機関数の増加など，一定の効果が現れていま

す。 

一方で，学齢期から高齢期にかけての歯周病対策，高齢化の更なる進展を見据

えた在宅歯科医療提供体制の構築，障害者（児）・要介護者の定期的な口腔ケア

対策，全身疾患等と関連した歯科口腔保健対策など，引き続き取り組むべき課題

が生じています。 

このため，第１次計画の評価・検証を行うとともに，国が平成 24（2012）年 7

月に定めた「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の中間評価等を踏まえ，

全県一体となった歯科口腔保健の更なる推進を図る必要があることから，本計画

を策定しました。 

 

（２）計画の位置付け 

この計画は，「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成 23（2011）年）第 13

条に基づく都道府県計画で，条例第 11 条の規定に基づく推進計画です。 

 

（３）計画の期間 

この計画の期間は，平成 30（2018）年度から平成 35（2023）年度までの 6 か

年とします。 

 

（４）他の県計画との関係 

この計画は，広島県健康増進計画「健康ひろしま２１」，広島県保健医療計画，

ひろしま高齢者プラン，広島県食育推進計画等の県が策定する健康づくりに関す

る計画との調和を図ります。 
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第２章 第１次計画の評価                           

 

第１次計画で設定した目標項目について，次の評価区分に基づき評価を行いました。 

 

評価区分 評価内容 

◎ 目標達成 

○ 概ね目標達成，目標に達していないが改善傾向にある 

△ 目標に達しておらず基準値と変わっていない 

× 悪化している 

 

（１）歯科口腔保健目標 

第１次計画では，目指す姿に向け，「妊婦・乳幼児期」，「学齢期」，「成人期」

及び「高齢期」の各ライフステージにおける歯科口腔保健目標を設定しました。 

    乳幼児期及び学齢期におけるう蝕がない人の割合については，概ね目標を達成

し，良好な状況を維持しています。 

   学齢期から成人期にかけての歯周病の状況については，40歳代及び 50歳代で

進行した歯周炎を有する人の割合が，大幅に悪化しています。 

   高齢期の現在歯の状況については，60歳で 24 本以上の自分の歯を有する人の

割合は大幅に増加し，目標を達成しました。80歳で 20 本以上の自分の歯を有す

る人の割合も改善傾向にあります。 

 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 目標項目 基準値 (平成 23 年度) 目標値 (平成 29 年度) 現状値 (平成 28 年度) 評価 区分 妊婦・ 乳幼児期 3 歳児でう蝕がない人の増加 81.4% 85%以上 83.8% (平成 27 年度) ○ 学齢期 12 歳児でう蝕がない人の増加 59.6% 65%以上 67.4% ◎ 12 歳児で歯肉に炎症を有する人の減少 3.9% 3.7%以下 4.1% × 
成人期 20 歳代で歯肉に炎症を有する人の減少 73.3% 69%以下 69.2% ○ 40 歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 25.9% 20%以下 56.0% × 50 歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 36.0% 30%以下 62.8% × 高齢期 60歳で24本以上の自分の歯を有する人の増加 63.5% 67%以上 76.5% ◎ 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の増加 55.3% 58%以上 56.1% ○ 
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（２）歯科口腔保健目標を達成するための目標 

   第１次計画では，歯科口腔保健目標を達成するため，「県民自ら取り組む歯と

口腔の健康づくり」と「県民の歯と口腔の健康づくりを支えるための社会環境の

整備」について，ライフステージ等に応じ，次のとおり目標項目を設定しました。 

 

  ア 県民自ら取り組む歯と口腔の健康づくり 

     セルフケアやプロフェッショナルケアの実行に関する目標項目は，全ライフ

ステージ共通，成人期及び高齢期において，全て目標を達成しています。 

    学齢期において，歯科医療機関で歯みがきの個人指導を受ける人の割合は，

ほぼ半数となっています。 

    成人期において，歯周病と糖尿病の関係を知っている人の割合はあまり変化

がなく，歯周病と喫煙の関係を知っている人の割合は悪化しています。 

 ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ 目標項目 基準値 (平成 23 年度) 目標値 (平成 29 年度) 現状値 (平成 28 年度) 評価 区分 
全ﾗｲﾌ ｽﾃｰｼﾞ 共通 

1 日 2 回以上歯をみがく人の増加 60.4% 70%以上 74.1% ◎ かかりつけ歯科医を持っている人の増加 74.4% 80%以上 82.0% ◎ 年 1 回歯科健診を受けている人の増加 51.1% 60%以上 63.8% ◎ 「噛ミング 30 運動」を知っている人の増加 22.0% 50%以上 13.3% × 「噛ミング 30 運動」を実行している（ゆっくりよくかんで食事をする）人の増加 32.0% 40%以上 34.6% △ 妊婦・ 乳幼児期 子どもの仕上げみがきを実施する人の増加 97.5% (平成 25 年度) 現状より増加 97.6% (平成 27 年度) ○ 間食回数が 1 日 3 回以上の人の減少 15.7% (平成 25 年度) 6%未満 6.0% (平成 27 年度) ○ 学齢期 歯科医療機関で歯みがきの個人指導を受ける人の増加 48.3% (平成 27 年度) 現状より増加 52.6% (平成 29 年度) ◎ 成人期 [20～  59 歳] 
年 1 回歯石除去を受ける人の増加 38.5% 50%以上 54.8% ◎ 歯間清掃用具を使用する人の増加 36.7% 45%以上 46.3% ◎ 歯周病と糖尿病の関係を知っている人の増加 31.6% (平成 25 年度) 50%以上 37.9% △ 歯周病と喫煙の関係を知っている人の増加 58.0% 80%以上 51.4% × 高齢期 [60 歳  以上] 年 1 回歯石除去を受ける人の増加 43.5% 50%以上 60.2% ◎ 歯間清掃用具を使用する人の増加 36.3% 45%以上 54.4% ◎ 
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  イ 県民の歯と口腔の健康づくりを支えるための社会環境の整備 

     妊婦歯科健診は，県内全 23 市町で実施することとなり，目標を達成してい

ます。 

    学齢期において，12 歳児でう蝕がない人の割合が 65％以上である市町数は

増加しており，地域格差は改善傾向にあります。 

成人期及び高齢期における歯周病検診を実施する市町数は増加しており，受

診環境の整備が進みつつあります。 

障害者（児）及び要介護者について，定期的に歯科健診を実施する施設数の

割合が悪化しています。また，訪問診療が可能な歯科医療機関数は増加してい

ますが，要介護者の口腔ケアに対応可能な人材の数は悪化しています。 

 区分 目標項目 基準値 (平成 23 年度) 目標値 (平成 29 年度) 現状値 (平成 28 年度) 評価 区分 妊婦・ 乳幼児期 妊婦歯科健診を実施する市町数の増加 13 市町 23 市町 23 市町 ◎ 3 歳児でう蝕がない人の割合が85％以上である市町数の増加 4 市町 23 市町 5 市町 (平成 27 年度) △ 学齢期 12 歳児でう蝕がない人の割合が65％以上である市町数の増加 2 市 (※19 郡市中) 現状より増加 13 郡市 (※19 郡市中) ◎ 成人期 歯科健診を実施する企業数の増加 1.7% (平成 24 年度) 現状より増加 3.5% ◎ 歯周病検診を実施する市町数の増加 15 市町 23 市町 21 市町 (平成 29 年度) ○ 高齢期 歯周病検診を実施する市町数の増加 15 市町 23 市町 21 市町 (平成 29 年度) ○ 介護予防事業（口腔機能向上プログラム）を実施する市町数の増加 10 市町 23 市町 20 市町 (平成 27 年度) ○ 障害者(児) 定期的に歯科健診を実施する障害者（児）施設数の増加 28.5% (平成 25 年度) 35%以上 23.8% × 重度障害者（児）に対応可能な歯科医療機関数の増加 25 施設 現状より増加 26 施設 ○ 
要介護者 定期的に歯科健診を実施する高齢者施設数の増加 44.1% (平成 25 年度) 55%以上 26.0% × 訪問診療が可能な歯科医療機関数の増加（在宅療養支援歯科診療所） 145 施設 (平成 24 年度) 現状より増加 248 施設 ◎ 要介護者の口腔ケアに対応可能な人材の増加（日本歯科衛生士会研修制度の認定歯科衛生士数） 46 人 現状より増加 26 人 × 
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第３章 第２次計画の概要                           

 

（１）基本理念 

広島に生まれ，育ち，住み，働いて，高齢になっても，すべての県民が，生涯

を通じて自分の歯を保ち，食事や会話を楽しみ，健康で生き生きと暮らせる社会

の実現 

 

（２）目指す姿 

   歯周病対策を推進することで，歯の喪失防止及び糖尿病等生活習慣病の予防・

改善を図り，健康寿命の延伸を目指します。 

 

（３）目指す姿の実現に向けた重点取組 

   成人期の歯周病対策について，保険者や市町と連携し，定期歯科健診の受診環

境の整備や，正しい口腔ケア方法等の実践を支援する歯科保健指導に取り組みま

す。 

 

（４）基本的な施策の方向性 

○ 各ライフステージを通じた歯周病対策の推進 

歯周病は，歯の喪失の主要な原因ですが，学齢期から歯肉に炎症を有する人

が見られ，20歳代からは高い割合で推移しています。学齢期から高齢期にかけ

て，各ライフステージに応じた歯周病対策を進めます。 

○ 地域包括ケア体制の強化を支援する在宅歯科医療の充実 

在宅での介護等を必要とする高齢者など，今後増加が見込まれる外来での診

療が困難な者に対しても，必要な治療等が提供できるよう，在宅歯科医療の充

実を図り，地域包括ケア体制の強化を支援します。 

○ 障害者（児），要介護者の口腔ケア体制の充実 

口腔の自己管理が困難な障害者（児）や要介護者については，その支援が必

要です。定期的な口腔ケアや専門的な歯科医療が適切に提供できるよう，環境

整備等の取組を進めます。 

○ 全身疾患等と関連した歯科口腔保健の推進 

糖尿病と歯周病の密接な関連，周術期における口腔ケアの効果など，全身疾

患と歯科の関連が指摘されています。また，介護予防や誤嚥性肺炎予防に口腔

ケアが効果的であることもわかっています。全身の健康につながる歯科口腔保

健について，医科歯科連携等の取組を進めます。 
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（５）目標設定 

   各ライフステージ等における目標及び目標達成のための指標を次のとおり設

定します。 

 

最 終 目 標 項目 現状値 (平成 28 年度) 目標値 (平成 35 年度) 80 歳で 20 本以上の自分の歯を有する人の増加 56.1% 60%以上 60 歳で 24 本以上の自分の歯を有する人の増加 76.5% 85%以上 
 

【各ライフステージ等における目標】 区分 項目 現状値 (平成 28 年度) 目標値 (平成 35 年度) 妊婦・ 乳幼児期 3 歳児でう蝕がない人の増加 83.8% (平成 27 年度) 90%以上 学齢期 12 歳児でう蝕がない人の増加 67.4% 75%以上 12 歳児で歯肉に炎症を有する人の減少 4.1% 2%以下 成人期 20 歳代で歯肉に炎症を有する人の減少 69.2% 35%以下 40 歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 56.0% 35%以下 50 歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 62.8% 40%以下 高齢期 60 歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 62.2% 40%以下 介護予防・日常生活支援総合事業で歯科医療機関への通所口腔ケアを実施する市町数の増加 3 市町 (平成 29 年度) 23 市町 障害者(児) 定期的に歯科健診を実施する障害者(児)施設数の増加 23.8% 50%以上 要介護者 訪問診療が可能な歯科医療機関数の増加 248 施設 313 施設 定期的に歯科健診を実施する高齢者施設数の増加 26.0% 60%以上 
 

【目標達成のための指標】 区分 項目 現状値 (平成 28 年度) 目標値 (平成 35 年度) 妊婦・ 乳幼児期 乳幼児期における歯科健診でフッ化物塗布を行う市町数の増加 10 市町 (平成 29 年度) 23 市町 学齢期 歯科医療機関で歯みがきの個人指導を受ける人の増加 52.6% (平成 29 年度) 70%以上 成人期 年 1回歯科健診を受けている人の増加（20～59 歳） 58.0% 70%以上 歯周病検診の受診者数の増加（40歳代，50 歳代） 6.0% 20%以上 歯科健診を実施する企業数の増加 3.5% 5%以上 高齢期 年 1回歯科健診を受けている人の増加（60 歳代） 67.7% 80%以上 歯周病検診の受診者数の増加（60歳代） 7.7% 20%以上 障害者(児) 重度障害者(児)に対応可能な歯科医療機関数の増加 26 施設 50 施設以上 
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第４章 施策体系                               

 

（１）ライフステージ等に応じた歯科保健 

  ア 妊婦・乳幼児期 

 【現状】 

  ○ 妊娠期は，女性ホルモンの分泌の増加，つわり等による不十分な歯みが

き，間食回数の増加などにより，う蝕が増加したり，歯周病が進行したり

しやすくなります。また，重度の歯周炎は，胎児の成長に大きな影響を及

ぼし，早産や低体重児出産を引き起こす可能性があるため，妊娠期におけ

る歯科健診は重要です。本県では，平成 28（2016）年度時点で，県内全

23 市町が妊婦歯科健診を実施しています。 

  ○ 3歳児歯科健診結果によると，3歳児でう蝕がない人の割合は，平成 24

（2012）年度から平成 27（2015）年度の過去 4 年間において，全国平均を

上回っており，良好な状況です（図 1）。 

  ○ 生えたての歯，特に乳歯は石灰化（硬さ）が十分でなく，う蝕に対する

抵抗性が低いため，フッ化物塗布やフッ化物洗口を行うことが有効です。

本県では，乳幼児期における歯科健診でフッ化物塗布を実施している市町

は，23 市町のうち 10 市町となっています。 

 

 

 

 

 【課題】 

  ○ 妊婦歯科健診について，対象者への受診勧奨等が必要です。 

  ○ 親の歯科保健行動は子どもにも影響を与えることから，妊婦本人の歯科

保健に関する意識の向上を図ることが必要です。 

  ○ 乳幼児期でう蝕がない人の割合について，引き続き良好な状況を維持し

ていくことが必要です。 

  ○ う蝕予防に有効なフッ化物塗布やフッ化物洗口について，更なる普及に

繋げることが必要です。 
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24年度 25年度 26年度 27年度全国 県0 （資料：3 歳児歯科健康診査） 図 1 3 歳児でう蝕がない人の割合 
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【取組】 

  ○ 妊娠期における歯科疾患予防の重要性について周知し，市町と連携して

妊婦歯科健診の受診促進を図ります。 

  ○ 市町と連携し，妊婦歯科健診時などの機会を捉えて，妊婦本人に定期的

な歯科受診や正しいセルフケアの実践等を促すとともに，乳幼児期におけ

る保護者による仕上げみがきの必要性や，適切な間食回数などの望ましい

食生活習慣等について，適切な歯科保健指導を行います。 

○ 市町が行う乳幼児期の歯科健診で，う蝕予防のためのフッ化物塗布が実

施されるよう推進します。 

  ○ 幼稚園，保育所及び認定こども園等の施設において，フッ化物塗布やフ

ッ化物洗口などのう蝕予防に関する取組が実施されるよう努めます。 

 

 

【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 3歳児でう蝕がない人の増加 

現状 83.8％（平成 27 年度） 

目標 90％以上（平成 35 年度） 

データソース 3歳児歯科健康診査 

 

  ○ 目標達成のための指標 

項目 

乳幼児期における歯科健診でフッ化物塗布を行う市町

数の増加 

現状 10 市町（平成 29年度） 

目標 23 市町（平成 35 年度） 

データソース 広島県調査 
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  イ 学齢期 

 【現状】 

  ○ 学齢期は乳歯から永久歯に生えかわる時期であり，生えた直後の歯はう

蝕に罹患しやすくなります。学校保健統計調査によると，12歳児でう蝕が

ない人の割合は，平成 25（2013）年度から平成 28（2016）年度の過去 4

年間において，全国平均を上回っており，良好な状況です（図 2）。 

○ 学校保健統計調査によると，12歳児で歯肉に炎症を有する人の割合は，

平成 24（2012）年度から平成 28（2016）年度の過去 5 年間において，3％

～4％台で推移しています（表 1）。また，平成 28（2016）年度学校保健統

計調査によると，小学校・中学校・高等学校と年齢が上がるにつれて，歯

肉に炎症を有する人の割合は増加しており，この時期から既に歯周病が進

みつつあることがわかります（表 2）。 

○ 歯肉炎の予防・改善には，正しいセルフケアを行うことが重要です。平

成 29（2017）年度に，広島県歯科衛生連絡協議会が広島県内の小学 6 年生

を対象に行ったアンケート調査によると，歯科医療機関で過去 1 年間に歯

みがきの個人指導を受けたことがある児童の割合は，52.6％です。 

 

 

 

  

 

 

 

 表 1 12 歳児で歯肉に炎症を有する人の割合 区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 県 4.5％ 3.1％ 4.1％ 3.2％ 4.1％ 全国（平均） 3.6％ 3.9％ 3.8％ 4.0％ 4.1％    
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25年度 26年度 27年度 28年度全国 県0 （資料：学校保健統計調査） 図 2 12 歳児でう蝕がない人の割合 
（資料：学校保健統計調査） 

％ 
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 表 2 学校種別歯肉に炎症を有する人の割合（平成 28 年度） 区分 小学校 中学校 高等学校 県 1.8％ 4.6％ 6.7％  
 

 

 【課題】 

  ○ 学齢期でう蝕がない人の割合について，引き続き良好な状況を維持して

いくことが必要です。 

○ 成人期における歯周病の進行を防ぐためにも，学齢期から歯肉炎を予防

することが必要です。 

  ○ 生涯を通じて自分の歯を保ち，食事や会話を楽しむためには，学齢期に

おける自律した健康づくりと生活習慣の確立が必要です。 

 

【取組】 

  ○ 学校等と連携し，フッ化物の利用等を含めたう蝕予防対策について，児

童生徒や保護者への更なる知識の定着を図ります。 

  ○ 歯肉炎予防に効果的な正しいセルフケア方法の実践のため，児童生徒や

保護者に歯科専門職による歯みがきの個人指導等を行います。 

  ○ 学校歯科医と連携し，健診結果等に基づく各学校の実情に応じた歯科保

健指導を行うとともに，健診後の歯科受診などフォローアップに努め，児

童生徒が地域のかかりつけ歯科医を持つことに繋げます。 

  ○ 生涯を通じた正しい歯科保健行動の定着に向け，学校等と連携し，児童

生徒や保護者に適切な歯科保健教育・指導を行います。 

 

【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 12歳児でう蝕がない人の増加 

現状 67.4％（平成 28 年度） 

目標 75％以上（平成 35 年度） 

データソース 学校保健統計調査 

項目 12歳児で歯肉に炎症を有する人の減少 

現状 4.1％（平成 28 年度） 

目標 2％以下（平成 35 年度） 

データソース 学校保健統計調査 

 

（資料：学校保健統計調査） 
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  ○ 目標達成のための指標 

項目 歯科医療機関で歯みがきの個人指導を受ける人の増加 

現状 52.6％（平成 29年度） 

目標 70％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科衛生連絡協議会調査 

 



12 

 

  ウ 成人期 

 【現状】 

  ○ 平成 28（2016）年度広島県歯科保健実態調査（以下「歯科保健実態調査」

という。）によると，歯肉に所見がある人の割合は 74.7％となっています。

このうち，進行した歯周炎（中等度及び重度の歯周炎）を有する人の割合

は 54.0％で，年齢を重ねるにつれて急激に増加しています（図 3）。 

  ○ 歯科保健実態調査によると，20 歳～59 歳において，セルフケアやプロ

フェッショナルケアを行っている人の割合は，概ね第１次計画の目標値を

上回っています（表 3）。一方で，過去 1 年間に歯みがきの個人指導を受け

た人の割合は，30.4％と低い状況です。 

  ○ 歯科保健実態調査によると，20 歳～59 歳において，喫煙が歯周病に影

響を与えることを知っている人の割合は 51.4％です。 

  ○ 平成 29（2017）年度時点で，歯周病検診を実施している市町は，23 市

町のうち 21 市町となっており，受診環境の整備は進みつつあります。一

方で，平成 28（2016）年度に市町が実施した歯周病検診の受診率は，40

歳代・50歳代の平均で 6.0％と低い状況です。 

  ○ 事業所における歯の健康管理は，労働安全衛生法により，一定の有害業

務従事者に対して，事業者に歯科健康診断が義務づけられているのみです。

本県が平成 28（2016）年度に，全国健康保険協会広島支部に加入する従業

員 50 人以上の事業所を対象に行った調査によると，歯科健診を実施して

いる事業所の割合は 3.5％です。 

  ○ 広島県歯科衛生連絡協議会が，平成 27（2015）年度に全国健康保険協会

広島支部に加入する事業所の従業員を対象に行った調査によると，直近１

年間で就労中の体調急変により医療機関を受診した人の割合は約 20％で，

そのうち半数以上は歯科を受診していることから，歯科疾患が労働効率に

も影響を与えることがわかります（図 4）。 
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20歳代 30歳代 40歳代 50歳代0 （資料：平成 28 年度広島県歯科保健実態調査） 図 3 年代別 進行した歯周炎を有する人の割合 
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 表 3 20 歳～59歳における各種ケアを実行している人の割合 項目 20 歳～59 歳 現状値(平成 28 年度) 第 1 次計画目標値 セルフケア 1 日 2 回以上歯をみがく人 76.6％ 70％以上 歯間清掃用具を使用する人 46.3％ 45％以上 プロフェッショナルケア かかりつけ歯科医を持っている人 75.5％ 80％以上 年 1 回歯科健診を受けている人 58.0％ 60％以上 年 1 回歯石除去を受ける人 54.8％ 50％以上  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題】 

  ○ セルフケアやプロフェッショナルケアの実行については普及が進みつ

つありますが，歯周病を有する人の割合は改善されておらず，歯周病の予

防・改善に効果的な正しいセルフケア方法等の更なる啓発が必要です。 

  ○ 歯周病検診について，対象者への受診勧奨等が必要です。 

  ○ 歯科受診の機会が，学齢期までと比較して減少する成人期においては，

定期的な歯科健診が受診できる環境整備が必要です。 

 

 

 

歯科, 10.7%歯科以外の他科, 9.1%受診していない, 80.2%

（資料：平成 28 年度広島県歯科保健実態調査） 

図 4 直近 1年間で就労中の体調急変により医療機関を受診した人の割合    ※回答数：530 人 
(425 人) 

(57 人) (48 人) 
（資料：平成 27 年度広島県歯科衛生連絡協議会調査） 
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【取組】 

  ○ 歯科関係者と連携し，歯科診療の際に，正しいセルフケア方法や，糖尿

病等生活習慣病との関連など歯周病の危険性についての，徹底した歯科保

健指導を行います。 

○ 歯科関係者と連携し，正しいセルフケア方法など事業所における歯科保

健指導が適切に行われるよう，産業保健師等への研修を行います。 

  ○ 歯科関係者や市町と連携した広報等を行い，歯周病検診の受診率向上を

図るとともに，治療が必要な人への歯科受診勧奨など，検診後のフォロー

アップに努めます。 

  ○ 保険者や歯科関係者と連携し，事業所等で簡便・迅速に歯周病検査が可

能な簡易唾液潜血検査によるスクリーニングの実施を推進し，治療が必要

な人の歯科受診に繋げるなど検査後のフォローアップの充実を図ること

で，職域における歯科保健意識の向上に努めます。 

  ○ 保険者と連携し，保険者インセンティブ制度の活用等を通じ，事業所に

おける定期的な歯科健診の実施に繋げます。 

 

 

【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 20歳代で歯肉に炎症を有する人の減少 

現状 69.2％（平成 28 年度） 

目標 35％以下（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 

項目 40歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 

現状 56.0％（平成 28 年度） 

目標 35％以下（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 

項目 50歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 

現状 62.8％（平成 28 年度） 

目標 40％以下（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 
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  ○ 目標達成のための指標 

項目 年 1回歯科健診を受けている人の増加（20～59 歳） 

現状 58.0％（平成 28 年度） 

目標 70％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 

項目 歯周病検診の受診者数の増加（40歳代，50歳代） 

現状 6.0％（平成 28 年度） 

目標 20％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科衛生連絡協議会調査 

項目 歯科健診を実施する企業数の増加 

現状 3.5％（平成 28 年度） 

目標 5％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県調査 
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  エ 高齢期 

 【現状】 

○ 歯科保健実態調査によると，一人平均現在歯数は 40 歳代から徐々に減

少し，60 歳以上になると減少幅が大きくなってきます。80 歳以上の一人

平均現在歯数は 17.8 本となっています（図 5）。 

  ○ 60歳で 24 本以上の自分の歯を有する人の割合は 76.5％です（55歳～64

歳の年齢階級における割合から算出）。また，8020 達成者（80 歳で 20 本

以上の自分の歯を有する人）の割合は 56.1％です（75歳～84歳の年齢階

級における割合から算出）。平成 28 年度歯科疾患実態調査（厚生労働省）

によると，全国での 8020 達成者の割合は 51.2％で，本県は比較して高い

状況です。 

  ○ 東北大学大学院歯学研究科の研究によると，自分の歯が多く保たれてい

る高齢者は，健康寿命が長く，要介護日数が短いといった研究結果が出て

おり，歯の健康が健康寿命の延伸に寄与する可能性が示されています。 

  ○ 歯科保健実態調査によると，60歳代で進行した歯周炎を有する人の割合

は，62.2％と高い状況です。 

  ○ 60歳代において，セルフケアやプロフェッショナルケアを行っている人

の割合は，全ての項目で第１次計画の目標値を上回っています（表 4）。一

方で，過去 1 年間に歯みがきの個人指導を受けた人の割合は，40.4％と低

い状況です。 

  ○ 平成 29（2017）年度時点で，歯周病検診を実施している市町は，23 市

町のうち 21 市町となっており，受診環境の整備は進みつつあります。一

方で，平成 28（2016）年度に市町が実施した歯周病検診の受診率は，60

歳代の平均で 7.7％と低い状況です。 

    ○ 高齢期においては，加齢に伴う唾液分泌の減少や摂食嚥下機能の低下に

より，食事を楽しむことができなくなり，低栄養状態を引き起こすことも

あります。 
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（資料：平成 28 年度広島県歯科保健実態調査） 

 表 4 60 歳代における各種ケアを実行している人の割合 項目 60 歳代 現状値(平成 28 年度) 第 1 次計画目標値 セルフケア 1 日 2 回以上歯をみがく人 73.7％ 70％以上 歯間清掃用具を使用する人 56.1％ 45％以上 プロフェッショナルケア かかりつけ歯科医を持っている人 87.6％ 80％以上 年 1 回歯科健診を受けている人 67.7％ 60％以上 年 1 回歯石除去を受ける人 62.5％ 50％以上  
 

 

 【課題】 

  ○ セルフケアやプロフェッショナルケアの実行については普及が進みつ

つありますが，歯周病を有する人の割合は改善されておらず，歯周病予

防・改善に効果的な正しいセルフケア方法等の更なる啓発が必要です。 

  ○ 歯周病検診について，対象者への受診勧奨等が必要です。 

  ○ 高齢になっても，食事を楽しみ，健康な状態を保つため，口腔機能の維

持・向上を図ることが必要です。 

 

 

【取組】 

  ○ 歯科関係者と連携し，歯科診療の際に，正しいセルフケア方法や，糖尿

病等生活習慣病との関連など歯周病の危険性についての，徹底した歯科保

健指導を行います。 

○ 歯科関係者と連携し，地域において，正しいセルフケア方法など歯と口

腔の健康づくりの知識等に関する健康教室等を実施します。 

  ○ 歯科関係者や市町と連携した広報等を行い，歯周病検診の受診率向上を

図るとともに，治療が必要な人への歯科受診勧奨など，検診後のフォロー

アップに努めます。 

  ○ 歯科関係者，市町，後期高齢者広域連合と連携し，後期高齢者歯科健診

や介護予防・日常生活支援総合事業における歯科医療機関への通所口腔ケ

アサービス等の実施，摂食嚥下機能の低下など口腔に関する問題への保健

指導等を通じて，定期的な口腔ケアの実践に繋げます。 

  ○ 歯科関係者と連携し，介護予防のための口腔機能管理についての研修等

を行い，多職種連携を担う歯科衛生士の養成を図ります。 
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【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 60歳代で進行した歯周炎を有する人の減少 

現状 62.2％（平成 28 年度） 

目標 40％以下（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 

項目 

介護予防・日常生活支援総合事業で歯科医療機関への

通所口腔ケアを実施する市町数の増加 

現状 3 市町（平成 29年度） 

目標 23 市町（平成 35 年度） 

データソース 広島県調査 

 

  ○ 目標達成のための指標 

項目 年 1回歯科健診を受けている人の増加（60歳代） 

現状 67.7％（平成 28 年度） 

目標 80％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科保健実態調査 

項目 歯周病検診の受診者数の増加 

現状 7.7％（平成 28 年度） 

目標 20％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科衛生連絡協議会調査 
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  オ 障害者（児） 

 【現状】 

  ○ 本県の身体障害者（児）の人数は，平成 29（2017）年 3 月末現在の身体

障害者手帳交付数によると 118,322 人（うち，18 歳未満 1,993 人，18 歳

以上 116,329人）です。また，知的障害者（児）の人数は，平成 29（2017）

年 3 月末現在の療育手帳交付台帳登載数によると，23,186 人（うち，18

歳未満 5,875 人，18歳以上 17,311 人）です。 

  ○ 障害者（児）は，日常の口腔管理や歯科治療が困難な場合も多く，口腔

内の状態が悪化しやすい傾向にあります。 

○ 障害者支援施設等は，運営に関する基準で，協力歯科医療機関を定めて

おくよう努めなければならないとされています。 

○ 本県が平成 28（2016）年度に，広島県内の障害福祉サービス（日中活動）

事業所，グループホーム及び障害者支援施設を対象に行った調査によると，

協力歯科医療機関を設置している施設の割合は 39.0％です（図 6）。また，

１年に１回以上と定期的に利用者に対する歯科健診を実施している施設

の割合は，23.8％と低い状況です（図 7）。 

○ 障害者支援施設等の利用者に歯科治療が必要になった際の受診機関と

しては，利用者が希望する歯科医療機関など一般の歯科医療機関が多い状

況です（図 8）。 

○ 広島県歯科医師会の調査によると，重度障害者（児）に対応可能な歯科

医療機関は，平成 29（2017）年 3 月末現在で 26 施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

設置している
39.0%設置していない

60.4%

無回答
0.6%

（資料：平成 28 年度広島県調査） 図 6 障害者支援施設等の協力歯科医療機関の設置状況    ※ 回答数：474 施設 
(185 施設) (286 施設) 

(3 施設) 
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 【課題】 

  ○ 日常の口腔管理や歯科治療が困難な障害者（児）について，定期的な歯

科健診の受診が必要です。 

  ○ 障害者（児）が適切な歯科保健医療を受けられる環境整備が必要です。 

 

 

【取組】 

  ○ 障害者支援施設等における協力歯科医療機関設置の働きかけや，簡易な

歯科健診，施設職員及び障害者（児）の家族への口腔管理等に関する研修・

啓発等の実施により，障害者（児）についての歯科保健意識を高め，施設

等での自発的かつ定期的な歯科健診の実施に繋げます。 

 

1年に１回以上実施
23.8%複数年に１回実施

0.9%必要に応じて実施
14.1%

未実施
60.1%

無回答
1.1%

127 125

269

13

59

0

100

200

300

協力歯科医療機関 近隣歯科医療機関 利用者が希望する歯科医療機関 口腔保健センター その他

（資料：平成 28 年度広島県調査） 図 7 障害者支援施設等における歯科健診の実施状況    ※ 回答数：474 施設 

図 8 障害者支援施設等の利用者が歯科治療を受ける受診機関    ※ 回答数：474 施設，複数回答有り （資料：平成 28 年度広島県調査） 

施設数 

(113 施設) (4 施設) (67 施設) (285 施設) 
(5 施設) 
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○ 障害者（児）の専門的な治療機能及び教育機能を有する広島口腔保健セ

ンターを活用し，専門的治療及び歯科疾患予防のための口腔ケアが実施で

きる歯科医師・歯科衛生士の養成研修等を行い，障害者（児）に対応可能

な歯科医療機関の整備を進めます。 

 

【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 

定期的に歯科健診を実施する障害者（児）施設数の増

加 

現状 23.8％（平成 28 年度） 

目標 50％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県調査 

 

  ○ 目標達成のための指標 

項目 重度障害者（児）に対応可能な歯科医療機関数の増加 

現状 26 施設（平成 28 年度） 

目標 50 施設以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県歯科医師会調査 
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  カ 要介護者 

 【現状】 

  ○ 本県の認知症高齢者の数については，厚生労働省の研究班が平成 27

（2015）年に発表した認知症患者の推定有病率に基づいて推計すると，平

成 27（2015）年では 11.8 万人，平成 32（2020）年には 14 万人になると

見込まれています。 

○ 認知症などで介護が必要な高齢者は，自ら口腔管理を行うことが困難で

あることから，歯周病など口腔の問題が生じやすくなります。口腔機能の

低下は，低栄養状態を引き起こし，要介護度の悪化につながることもあり

ます。また，摂食嚥下機能の低下により，誤嚥やそれに伴う誤嚥性肺炎の

危険性も高まってきます。摂食嚥下障害の軽減や誤嚥性肺炎の予防には，

口腔ケアが効果的であることがわかっています。 

  ○ 高齢化の進展に伴い，在宅での診療を必要とする高齢者が増加し，在宅

医療のニーズが増加することが見込まれています。医療施設調査によると，

在宅患者の居宅や入所施設を訪問して行う訪問歯科診療について，１歯科

診療所あたりの実施件数は増加傾向にあります。一方で，訪問歯科診療を

実施する歯科診療所数は，ほぼ横ばいとなっています（図 9）。 

  ○ 訪問歯科診療の実施等により在宅や入所施設での療養を歯科医療面か

ら支援する「在宅療養支援歯科診療所」は，平成 29（2017）年 3 月現在，

県内で 248 施設が届出しています。 

○ また，訪問診療を行うための歯科医療機関と介護等との連携，相談体制

の整備，訪問歯科診療に使用する機器の貸し出しを行う在宅歯科医療連携

室は，県内 19ヶ所の全地区歯科医師会に整備されています。 

○ 介護老人福祉施設や介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護

事業所は，運営に関する基準で，協力歯科医療機関を定めておくよう努め

なければならないとされています。 

○ 平成 28（2016）年度に，広島県内の指定認知症対応型共同生活介護事業

所を対象に行った調査によると，協力歯科医療機関を設置している施設の

割合は 96.6％で，ほぼ全ての事業所が設置しています（図 10）。また，１

年に１回以上と定期的に利用者に対する歯科健診を実施している施設の

割合は 26.0％と低いですが，必要に応じて実施している施設の割合は

62.3％と比較的高い状況です（図 11）。 

○ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の利用者に歯科治療が必要にな

った際の受診機関としては，設置されている協力歯科医療機関が最も多い

状況です（図 12）。 
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設置していない
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1年に１回以上実施
26.0%複数年に１回実施

0.8%必要に応じて実施
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（資料：平成 28 年度広島県調査） 図 10 指定認知症対応型共同生活介護事業所の協力歯科医療機関の設置状況    ※ 回答数：265 施設 

（資料：平成 28 年度広島県調査） 図 11 指定認知症対応型共同生活介護事業所における歯科健診の実施状況    ※ 回答数：265 施設 

(256 施設) 
(6 施設) (3 施設) 

(69 施設) (2 施設) (165 施設) 
(29 施設) 

歯科診療所数 件数 
 

（資料：厚生労働省「医療施設調査」） 図 9 訪問歯科診療（居宅・施設）実施歯科診療所数・件数 
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 【課題】 

  ○ 認知症高齢者などの要介護者に対する摂食嚥下障害の改善や誤嚥性肺

炎予防等の専門的な口腔ケアに対応可能な人材の育成が必要です。 

○ 認知症の人が歯科医療機関を受診しやすい環境を整えるとともに，認知

症の人や認知症の疑いがある人が歯科を受診した際の対応等について，歯

科医師等の意識向上を図ることが必要です。 

  ○ 高齢化の進展に伴う訪問歯科診療件数の増加に対応する環境整備が必

要です。 

○ 自ら定期的な口腔ケアを行うことが困難な要介護者について，定期的な

歯科健診の受診が必要です。 

 

【取組】 

○ 地域のかかりつけ歯科医では設備的・技術的に対応が困難な者の専門的

な治療機能及び教育機能を有する広島口腔保健センターを活用し，要介護

者の歯科治療や口腔機能の維持・向上，歯科疾患予防及び誤嚥性肺炎予防

等のための専門的な口腔ケアが実施できる歯科医師・歯科衛生士の養成研

修等を行い，要介護者に対応可能な人材の確保・育成を図ります。 

○ 認知症の人が歯科医療機関を受診した場合の対応方法や，地域包括支援

センターや医療機関など地域の適切な支援機関との連携等に係る基礎知

識を習得する「歯科医師認知症対応力向上研修」を行い，歯科医療現場に

おける認知症に関する理解を促進します。 

  ○ 在宅歯科医療の広域的拠点である広島口腔保健センターを活用し，居宅

や施設での歯科診療等に必要な知識・技術等を身に着けた歯科医師・歯科

衛生士の養成を図り，訪問診療に対応可能な歯科医療機関の整備を進めま

す。 

230
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協力歯科医療機関 近隣歯科医療機関 利用者が希望する歯科医療機関 口腔保健センター その他
図 12 指定認知症対応型共同生活介護事業所の利用者が歯科治療を受ける受診機関    ※ 回答数：265 施設，複数回答有り （資料：平成 28 年度広島県調査） 

施設数 
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  ○ 在宅歯科医療連携室を効果的に活用し，医療介護連携を推進することで，

地域包括ケア体制における在宅歯科医療の充実を図ります。 

○ 高齢者施設等における協力歯科医療機関を活用した歯科保健指導や，簡

易な歯科健診，施設職員及び要介護者の家族への口腔管理等に関する研

修・啓発等の実施により，要介護者についての歯科保健意識を高め，施設

等における自発的かつ定期的な歯科健診の実施に繋げます。 

 

 

【目標及び目標達成のための指標】 

  ○ 目標 

項目 訪問診療が可能な歯科医療機関数の増加 

現状 在宅療養支援歯科診療所 248 施設（平成 28 年度） 

目標 在宅療養支援歯科診療所 313 施設（平成 35 年度） 

データソース 中国四国厚生局 施設基準届出受理状況 

項目 定期的に歯科健診を実施する高齢者施設数の増加 

現状 26.0％（平成 28 年度） 

目標 60％以上（平成 35 年度） 

データソース 広島県調査 
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（２）分野別の歯科保健 

  ア 生活習慣病予防に関連する取組 

 【現状】 

  ○ 歯周病による歯肉の炎症によって分泌される物質（炎症性サイトカイン）

は，血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを妨げる作用があり

ます。歯周病が進行し，この物質が血中に多く放出されると，血糖コント

ロールが乱れ，糖尿病の状態を悪化させることがあります。 

○ 歯周病の治療を行うと血糖コントロールの指標である HbA1cの値に改善

が見られたという広島県歯科医師会の調査結果など，糖尿病と歯周病との

密接な関連については，研究データが蓄積されつつあります（図 13）。 

  ○ 歯科保健実態調査によると，歯周病と糖尿病に関係があることを知って

いる人の割合は，全体で 41.1％と半数を下回っています。 

  ○ 広島県国民健康保険団体連合会が，平成 27（2015）年度のレセプト情報

及び特定健診データを基に行った調査によると，口腔の状態が良いほど生

活習慣病になりにくく，また医科の費用額も少ないという結果が出ていま

す（図 14，図 15）。 

  ○ 近年，生活習慣の改善における歯科口腔保健の役割の重要性が認識され

てきており，平成 30 年度から実施される第 3 期特定健康診査の標準的な

質問票では，歯科口腔保健の取組の端緒となる質問項目が追加されること

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 歯周病と糖尿病との関連 

 歯科治療を受けなかった人歯科治療を受けた人6.86.97.07.1
7.27.37.47.5

治療前 治療後

％
 

（資料：広島県歯科医師会調査（平成22～24年）） 
HbA1c 
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 【課題】 

  ○ 歯周病と糖尿病等生活習慣病との関連については，未だ認識が不十分で

あり，更なる意識醸成が必要です。 

  ○ 糖尿病等生活習慣病の予防・改善を図るための歯科口腔保健の取組が必

要です。 
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図 14 40 歳～74 歳における残存歯数別の生活習慣病有病者の割合 

図 15 40 歳～74 歳における残存歯数別の医科 1人あたり費用額（平成 27 年 5月診療分） 

（資料：広島県国民健康保険団体連合会 「平成 28 年度 レセプト情報から見る生活習慣病と歯周疾患の実態調査」） 

（資料：広島県国民健康保険団体連合会 「平成 28 年度 レセプト情報から見る生活習慣病と歯周疾患の実態調査」） 

％ 

円 
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【取組】 

  ○ 歯科関係者と連携し，歯周病が生活習慣病等に悪影響を与える事につい

て，認知度を向上させるための広報活動を行い，県民の歯科保健意識の向

上に努めます。 

○ 歯科関係者と連携し，かかりつけ歯科医において，歯科診療の際に糖尿

病等生活習慣病予防に関連する歯科保健指導を行います。 

  ○ 関係医療機関と連携し，かかりつけ医による糖尿病患者への歯科受診勧

奨など，糖尿病治療における医科歯科連携の推進を図ります。 

○ 歯科関係者，市町，保険者と連携し，特定健診と歯周病検診等の連携の

推進，特定保健指導における歯科保健に関する指導の充実，特定健診への

簡易唾液潜血検査によるスクリーニングの導入検討等を行い，糖尿病等生

活習慣病の重症化予防に繋がる取組を進めます。 
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  イ 子どもの歯科健康格差に関する取組 

 【現状】 

  ○ 近年，児童生徒のう蝕状況は改善してきています。そのような中でも，

家庭環境による影響等で，う蝕のない子どもとう蝕の多い子どもの二極構

造といった健康格差が生じてきており，その背景には，子どもの貧困問題

や児童虐待等の可能性がうかがえます。 

○ 平成 21（2009）年から平成 24（2012）年の間で，広島県歯科衛生連絡

協議会が一時保護施設で保護されていた児童を対象に行った調査による

と，一時保護中の児童のう蝕率は，広島県の平成 28（2016）年度学校保健

統計調査における児童のう蝕率と比較して，非常に高い割合となっていま

す（図 16）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 【課題】 

  ○ 家庭環境等による子どもの歯科健康格差について，歯科医師等の意識の

醸成が必要です。 

  ○ 家庭環境にかかわらず，子どもの歯科疾患について予防・治療できる環

境づくりが必要です。 
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学校保健統計幼児(幼稚園) 小学校図 16 一時保護施設の保護児童と平成 28 年度学校保健統計のう蝕率の比較     ※一時保護者の調査対象者数：345 人 （資料：広島県歯科衛生連絡協議会調査） 
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【取組】 

  ○ 歯科関係者と連携し，歯科医師・歯科衛生士が子どもの歯科健康格差に

関する必要な知識等を習得するための研修等を行います。 

  ○ 家庭環境の違い等による子どもの歯みがき習慣，歯の健康状況等を把握

し，すべての子どもの歯の健康が保てるよう，家庭や子どもの入所施設等

に適切な歯科保健教育・指導を行います。 

  ○ 歯科関係者と連携し，県内 3 か所の一時保護所において，歯科医師が入

所児に対し歯科保健活動を行い，退所後の歯と口腔の健康増進に役立てま

す。また，同施設職員が入所児に適切な歯科保健指導が行えるよう，職員

に対する指導も行います。 

  ○ 歯科関係者や学校と連携し，う蝕多発傾向児童の最近の状況と対応につ

いて，歯科医師と学校管理職が検討・協議します。また，養護教諭・保健

主事の研修等で，歯科医師が歯科保健に関する講義を行い，学校職員への

周知を図ります。 

  ○ 歯科関係者と連携し，乳幼児歯科健診や学校歯科健診の際に，保護を要

する児童や特に養育支援を要する世帯を把握した場合は，関係機関等と情

報共有・連携を行い，必要な支援に繋げます。 
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  ウ 周術期における口腔機能管理に関する取組 

 【現状】 

  ○ がん治療や全身麻酔下の手術を受ける患者については，術前術後に適切

な口腔ケアを行い，口腔内の細菌を減らすなど良好な状態にしておくこと

で，術後の誤嚥性肺炎や合併症のリスク軽減，全身麻酔時の気管内挿管時

に歯が折れたり抜けたりすることの予防や，術後における食事等の経口摂

取の早期再開などの効果が認められています。その結果，術後の健康状態

の回復も良好となり，投薬量の軽減や入院日数の短縮に繋がります。 

    ○ 本県において周術期口腔機能管理を行っている歯科医療機関は，全国的

に見ても大変多い状況です（図 17）。 

○ 近年，口腔と全身との関係について広く指摘されていることから，医科

歯科連携を更に推進するために，病院に歯科医師を配置していることが望

ましいといえます。また，歯科医師を配置していない病院においても，地

域の歯科医療機関との連携体制の強化が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題】 

  ○ 周術期における口腔ケアの効果については，県民や関係者の認識が未だ

不十分であり，更なる意識醸成が必要です。 

  ○ 周術期における効果的な口腔機能管理を行うことができる歯科医師等

の育成が必要です。 

 

図 17 都道府県別の周術期口腔機能管理計画策定料の算定状況 （資料：中央社会保険医療協議会総会(第 352 回)資料より抜粋） 
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【取組】 

  ○ 保険者や歯科関係者と連携し，周術期における口腔ケアの効果を県民や

事業所等に周知を図るとともに，医科病院や介護施設等の医療従事者に口

腔機能管理等に関する研修を行い，医科歯科連携の推進及び病院歯科医の

配置促進が図られるよう努めます。 

  ○ 歯科関係者と連携し，周術期口腔機能管理に関する技術的な研修を実施

し，対応可能な歯科医師等の育成を図ります。 
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第５章 計画の推進                              

 

（１）推進体制及び進行管理 

県民一人ひとりの生涯にわたる歯と口腔の健康づくりの推進にあたっては，地域

保健，学校保健，産業保健等，各分野の推進主体が複合的に連携を図り，総合的か

つ計画的に取り組む必要があります。 

このため，県では，県歯科医師会，広島大学，行政等で構成する広島県歯科衛生

連絡協議会と連携を図り，市町，歯科医療機関，事業所等が実施する歯科口腔保健

の取組を支援すること等により，県民の歯と口腔の健康づくりを推進します。 

県は，この計画の推進にあたって，歯科口腔保健に関するモニタリング調査等に

より進捗状況を把握するとともに，県民の意見や環境の変化等を踏まえつつ，広島

県歯と口腔の健康づくり推進協議会において，歯科口腔保健対策の取組の効果を検

証します。 

また，こうした評価を踏まえて，必要があると認めるときは施策の見直しを行い，

効果的な歯科口腔保健対策を推進します。 

 

（２）関係者・団体等の役割 

ア 県の責務 

○ 県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し，継続的かつ効果

的に実施します。 

○ 歯科口腔保健の推進にあたっては，市町，保健医療等関係者，教育関係者，

事業者，保険者，歯科医療機関等の関係機関・団体と連携・協力するとともに，

必要に応じて情報の提供や助言等の支援を行います。 

○ 関係者と連携し，歯科口腔保健に関する情報収集及び調査研究に取り組み，

情報共有を図るとともに，県民へのわかりやすい情報提供に努めます。 

 

イ 市町の役割 

○ 県や関係者と連携し，各種歯科健診，歯科保健指導など，地域の実情に応じ

た歯と口腔の健康づくりに関する歯科保健サービスを継続的かつ効果的に提

供します。 

○ 地域における歯科保健関連情報等を積極的に収集・活用するとともに，県へ

情報提供します。 

 

ウ 教育関係者及び保健医療等関係者の役割 

○ 相互に連携協力しながら，児童生徒等に対する健康診断その他の事業を実施

します。 

○ 他の団体等が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携・協力を図る

よう努めます。 

○ 県民の歯と口腔の健康づくりを支援するための歯科保健指導や研修等の実

施に努めます。 
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エ 事業者及び保険者の役割 

○ 事業者は，雇用する従業員に対して，歯科健診及び歯科保健指導の機会の確

保など，歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めます。 

○ 保険者は，被保険者に対して，歯科健診等の機会の確保など，歯と口腔の健

康づくりに関する取組を推進するよう努めます。 

 

オ 歯科医療機関の役割 

○ 県民の歯と口腔の健康の保持に資するため，かかりつけ歯科医として機能を

十分に発揮し，良質かつ適切な歯科医療・歯科健診・歯科保健指導を行います。 

○ 県，市町，保健医療等関係者，教育関係者，事業者，保険者等の関係機関・

団体が実施する歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するよう努めます。 

 

カ 県民の役割 

○ 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持つよう努めます。 

○ 県，市町，事業所等が実施する歯科口腔保健に関する施策や，歯科医療機関

による支援等を活用することにより，定期的に歯科健診を受けるなど，自ら歯

と口腔の健康づくりに取り組むよう努めます。 

 


